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研究成果の概要（和文）：光線力学的療法 (Photodynamic Therapy，PDT) は，光感受性物質が選択的に集積し
た腫瘍組織にレーザー光を照射し腫瘍細胞を選択的に破壊する治療法である．糖鎖連結クロリンは，癌細胞が糖
を取り込む性質を利用した光感受性物質である．近年，癌細胞がWarburg効果を介してアポトーシスを回避する
ことと，がん幹細胞が存在するメカニズムの関連が注目されている．本研究では，従来の抗癌剤などに対して抵
抗性を持ち，再発や転移の起点と考えられている，がん幹細胞における糖代謝メカニズムの解明を行う事によ
り，その機構を標的とした癌の根治という理想的な癌治療の確立を目指す．

研究成果の概要（英文）：Photodynamic therapy (PDT) consists of the administration of a 
photosensitizer together with visible light irradiation at a specific wavelength to activate the 
photosensitizer, leading to the conversion of molecular oxygen to various highly reactive oxygen 
species (ROS), which either kill tumor cells directly or damage the tumor- associated vasculature. 
G-chlorin (glycoconjugated chlorin; glucose-linked tetra (fluorophenyl) chlorin) has been developed 
as a new type of photosensitizer. In the current study, we show that PDT with a new photosensitizer,
 G-chlorin 
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１．研究開始当初の背景 
超高齢化社会を迎えるわが国において低

侵襲な癌治療法の開発が望まれるが，この
観点から注目を集めているのが光線力学的
療法(Photodynamic Therapy，PDT) であ
る．PDT とは，腫瘍親和性光感受性物質が
癌細胞や腫瘍血管に特異的に集積する特性
を利用し，光感受性物質の集積した癌組織
に特定波長の光線を照射し，一重項酸素な
どの活性酸素の惹起で癌細胞のみを選択的
に破壊する治療法である．抗癌剤耐性を示
すがん幹細胞にも有効な新たな治療戦略と
して PDT は注目され，消化管粘膜に限局し
た癌のみならず膵癌，癌性腹膜炎，肝癌な
どへの応用も始まり，とくに肝癌に対して
は米国で第 III 相臨床試験が進行中である． 
腫瘍細胞が高効率に糖を細胞内に取り込

む事象は Warburg 効果として知られ PET
検査に応用されている．生体適合性分子で
ある「糖」を光感受性物質のクロリンに連
結した糖鎖連結クロリンは，腫瘍細胞への
高選択的な取り込みを可能にした世界初の
癌細胞標的感光医薬である．これまでの
我々の実験で現在実臨床で使用されている
レザフィリン®に比べ約 50 倍の殺細胞効果
をもち，ヒト大腸癌細胞のヌードマウス皮
下移植モデルで，皮下に存在する腫瘍に対
する単回照射にもかかわらず，周囲組織へ
のダメージをほとんど伴わずに強力な腫瘍
縮小効果を認めている(Tanaka M.，et al. 
Anticancer Res 2011 ;31 (3) :763-9）． 
近年，癌細胞がミトコンドリアを不活性

化して細胞死を防ぐことが明らかになるな
ど，癌細胞が Warburg 効果を介してアポト
ーシスを回避することと，がん幹細胞が存
在するメカニズムの関連が注目されている
(Cancer Res．2012 15;72 (6):1438-48)． 

 
２．研究の目的 

光 線 力 学 的 療 法  (Photodynamic 
Therapy，PDT) は，光感受性物質が選択
的に集積した腫瘍組織にレーザー光を照射
し腫瘍細胞を選択的に破壊する治療法であ
る．糖鎖連結クロリンは，癌細胞が糖を取
り込む性質を利用した光感受性物質である．
近年，癌細胞が Warburg 効果を介してアポ
トーシスを回避することと，がん幹細胞が
存在するメカニズムの関連が注目されてい
る．本研究では，従来の抗癌剤などに対し
て抵抗性を持ち，再発や転移の起点と考え
られている，がん幹細胞における糖代謝メ
カニズムの解明を行う事により，その機構
を標的とした癌の根治という理想的な癌治
療の確立を目指す． 

 
３．研究の方法 

(1) 糖鎖連結クロリンの合成，精製 
クロリン 1 分子に 4 個のグルコースを結
合させ合成する(Hirohara S.，et al．J 
Photochem Photobiol B ． 2009 Oct 

6;97(1):22-33)． 
 
(2) がん幹細胞の分収 
ヒト大腸癌細胞株である HT29，HCT116，
ヒト胃癌細胞株である MKN45，NUGC4
を用いて，がん幹細胞を比較的多く含む分
画で豊富に発現しているタンパクとして
知られている CD133, CD44 (Lucia Ricci- 
Vitiani，et al．Nature．2007; 445 (4): 
111-5) ． Anti-CD133 ， Anti- CD44 
(Miltenyi Biotec，Tokyo，Japan) により
FACS Aria (BD Biosciences) でがん幹細
胞を分収する． 

 
(3) 糖鎖連結クロリンのがん幹細胞内取り

込みのメカニズム，細胞内局在の解析 
分収したがん幹細胞を用いて，細胞に取り
込まれた糖鎖連結クロリン，レザフィリン
®の細胞内での局在を in vitro で観察し， 
lysosome，mitochondria，Golgi body，
endoplasmic reticulum などの細胞内小
器官のどこに蓄積し，殺細胞効果を最終的
に発揮するのか，癌細胞種による糖鎖連結
クロリンの細胞内局在と殺細胞効果との
関連性につき検討する．細胞内小器官は，
各々LysoTracker Green，Mito Tracker 
Green FM ， NBD C8-ceramide ，
ER-Tracker Green，(Invitrogen，Tokyo， 
Japan)でラベルし，蛍光顕微鏡，共焦点
レーザー顕微鏡 ((Nikon A1 confocal 
system，Nikon，Japan)下に細胞内局在
を観察する． 

 
(4) 糖鎖連結クロリンによる PDT のがん幹

細胞への殺細胞効果のメカニズムの解
析 

光線力学的療法では一般に光感受性物質
が特定波長光線により励起され，細胞死を
誘導するとされている．糖鎖連結クロリン，
レザフィリン®を投与後，660nm の赤色
半導体レーザー(LEDR-660DL，Optocode 
Corporation，Tokyo，Japan)を 16 J/cm2
照射し，reactive oxygen species (ROS) 
detection reagent (carboxy-H2 DFFDA) 
(Invitrogen)，Anti-LC3 (MBL，Nagoya，
Japan)，Caspase-3 FITC(MBL)，PI でラ
ベルし FACS Calibur (BD Biosciences，
Tokyo，Japan)にて活性酸素の誘導，オー
トファジー，アポトーシス，ネクローシス
を検討する． 

 
４．研究成果 

(1) ヒト大腸癌細胞株である HT29，
HCT116，ヒト胃癌細胞株である MKN45，
NUGC4 を用いて，CD133，CD44 により
FACS Aria(BD Biosciences)でがん幹細
胞を分収した． 

(2) 細胞内小器官局在マーカーと共焦点レ
ーザー顕微鏡により糖鎖連結クロリンの
細胞内局在を確認したところ，ミトコンド



リア・ゴルジ体・小胞体・ライソソームの
すべてに局在を示したがゴルジ体にもっ
とも強い局在を示した．（図 1） 

図 1．糖鎖連結クロリンの局在 
 

(3) 細胞内への取り込みは，がん幹細胞にお
いても投与後経時的に上昇した。糖鎖連結
クロリンはレザフィリンに比べ有意に高
い細胞内への取り込みを認めた。また，ア
ポトーシス・活性酸素の誘導に関しても糖
鎖連結クロリンは通常細胞と同様がん幹
細胞に対しても誘導能があることを確認
した。これより糖鎖連結クロリンによる
PDT ががん幹細胞に対して活性酸素を発
生させアポトーシスを誘導させることを
確認した． 

(4) 抗癌剤耐性株におけるがん幹細胞マー
カー (CD133 ， CD44) の発現を FACS 
Calibur にて解析し親株と比較し発現が
高いことを確認した．GLUT1，p-53，
c-Myc，HIF1αの発現は親株にくらべは
っきりとした変化は認めなかった．（図 2） 

   図 2．耐性株・親株の CD44 の発現 
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